
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

３４０４９１２月１５日 曇 稍重 （２４阪神５）第５日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時１０分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１１．０
１：１０．２

良

不良

４７ ボストンビリーヴ 牝２栗 ５４ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６２－ ４１：１３．４ １８．０�

４８ タイキマーシャ 牝２栗 ５４ C．ルメール�大樹ファーム 西園 正都 浦河 浦河小林牧場 ４３０－ ４１：１４．４６ ３．５�
（仏）

８１５ グレートエンジェル 牝２鹿 ５４ 国分 恭介田畑 利彦氏 梅田 康雄 浦河 村下 清志 ４７４－ ２１：１４．５� ９．８�
８１６ イニシャルダブル 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ４２２＋ ４１：１４．７１� １３．２�
７１３ ポ ロ タ ン 牝２鹿 ５４ 浜中 俊小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 ４３４－ ２ 〃 ハナ ２０．６�
１２ トウシンヴィーナス 牝２青鹿５４ 福永 祐一�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４２０± ０ 〃 ハナ ６．８	
７１４ マーヴェリックス 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠市川 義美氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４３８－ ２１：１５．０１� ３．３

２３ アグネスコトブキ 牝２黒鹿５４ 上村 洋行渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 ４３２＋ ２１：１５．３２ １７．５�
２４ ヤマノダイヤ 牝２青鹿５４ 四位 洋文澤村 敏雄氏 崎山 博樹 むかわ 上水牧場 ４５８－ ４１：１５．４� ９２．５�
５１０ カ ノ ン 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム ４４４－ ４ 〃 ハナ ７．６
５９ クリノガッサン 牝２鹿 ５４ 川島 信二栗本 博晴氏 成島 英春 日高 本間牧場 ４０６－ ４１：１５．５� ３２６．２�
１１ エスジーブンブン 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４７６－ ６１：１５．６クビ １４４．７�
３５ クイニーアマン 牝２栗 ５４ 幸 英明新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム ４１８＋ ２ 〃 クビ １７８．５�
６１２ メイショウユウヤケ 牝２黒鹿５４ 池添 謙一松本 好雄氏 増本 豊 様似 清水 誠一 ４３０＋ ４１：１５．７クビ ７２．８�
３６ ク ー ル ナ ミ 牝２鹿 ５４ 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 日高 新井 昭二 ４１２－ ８１：１５．９１� １１０．７�
６１１ スマートノワール 牝２黒鹿５４ 国分 優作大川 徹氏 吉田 直弘 新ひだか 岡田スタツド ４７２－ ４１：１６．９６ ２６２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，３４２，９００円 複勝： ３１，４５９，７００円 枠連： １１，４２３，６００円

馬連： ４０，８２５，６００円 馬単： ２５，２７９，６００円 ワイド： ２０，００５，７００円

３連複： ５７，２４１，４００円 ３連単： ８２，５３３，１００円 計： ２８６，１１１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８００円 複 勝 � ３６０円 � １６０円 � ３００円 枠 連（４－４） ４，１８０円

馬 連 �� ３，６６０円 馬 単 �� ８，５７０円

ワ イ ド �� １，０１０円 �� ２，１７０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� １１，２００円 ３ 連 単 ��� ７３，３９０円

票 数

単勝票数 計 １７３４２９ 的中 � ７５９７（８番人気）
複勝票数 計 ３１４５９７ 的中 � １９６７１（６番人気）� ６６８３５（１番人気）� ２４９５６（５番人気）
枠連票数 計 １１４２３６ 的中 （４－４） ２０２０（１５番人気）
馬連票数 計 ４０８２５６ 的中 �� ８２３７（１４番人気）
馬単票数 計 ２５２７９６ 的中 �� ２１７８（３７番人気）
ワイド票数 計 ２０００５７ 的中 �� ４９１９（１０番人気）�� ２１９８（３０番人気）�� ５９００（７番人気）
３連複票数 計 ５７２４１４ 的中 ��� ３７７４（４０番人気）
３連単票数 計 ８２５３３１ 的中 ��� ８３０（２５２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．０―１２．４―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．１―３６．１―４８．５―１：００．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．３―３F３７．３
３ ・（７，８）１１（２，３）（１０，１３）（６，１４）１５，１２（５，１６）４－９，１ ４ ・（７，８）１１（２，３，１０，１３）（６，１４）１５－１６，１２，４，５－（１，９）

勝馬の
紹 介

ボストンビリーヴ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 アイネスフウジン デビュー ２０１２．１０．２８ 京都６着

２０１０．２．３生 牝２栗 母 イサミサクラ 母母 ハマナジユビー ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※クリノガッサン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３４０５０１２月１５日 曇 稍重 （２４阪神５）第５日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時４０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５２．０
１：５２．０

不良

不良

２２ イスカンダル 牡２鹿 ５５ 福永 祐一前田 葉子氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ ４７２－ ２１：５４．２ １５．１�

１１ ゼンノコンゴウ 牡２栗 ５５ 和田 竜二大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 ４８２－ ４ 〃 クビ １．８�
３３ ナムライットウセイ 牡２黒鹿５５ 国分 優作奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４６２－１０１：５４．６２� ４２．４�
８９ リアライズブラザー 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４８０－ ４１：５５．８７ ３．３�
８１０ ホットサマーホット 牡２鹿 ５５ 国分 恭介 �三石川上牧場 野村 彰彦 新ひだか 三石川上牧場 ４５６－１２１：５６．５４ １６．２�
５５ キングレジェンド 牡２青鹿５５ 太宰 啓介辻 俊夫氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 ５００－ ２ 〃 ハナ ６．５�
７７ テイエムユキダル 牡２芦 ５５ 幸 英明竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４６４－ ６１：５６．７１� ４２．９	
７８ アヴェンタドール 牡２青鹿５５ 武 幸四郎前原 敏行氏 須貝 尚介 日高 チャンピオン

ズファーム ５２２－ ２１：５７．１２� ２３．６

４４ アスカノトゥーレ 牡２鹿 ５５ 川島 信二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９８± ０１：５７．３１� ８８．２�
６６ オウケンローズ 牝２黒鹿５４ 浜中 俊福井 明氏 牧浦 充徳 むかわ 上水牧場 ５０２－ ６１：５８．６８ １５２．５�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２５，１４３，９００円 複勝： ５４，０４１，２００円 枠連： １０，０４４，５００円

馬連： ３８，９３３，２００円 馬単： ３５，１４８，０００円 ワイド： ２３，５８２，３００円

３連複： ５６，１０６，８００円 ３連単： １２４，０４５，４００円 計： ３６７，０４５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５１０円 複 勝 � ２８０円 � １１０円 � ６８０円 枠 連（１－２） １，０１０円

馬 連 �� ９１０円 馬 単 �� ２，７３０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ３，１７０円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� ４，５１０円 ３ 連 単 ��� ３２，９４０円

票 数

単勝票数 計 ２５１４３９ 的中 � １３１４７（４番人気）
複勝票数 計 ５４０４１２ 的中 � ３２０００（４番人気）� ２７３６５８（１番人気）� １０７００（８番人気）
枠連票数 計 １００４４５ 的中 （１－２） ７３８１（４番人気）
馬連票数 計 ３８９３３２ 的中 �� ３１６３７（３番人気）
馬単票数 計 ３５１４８０ 的中 �� ９５２７（１０番人気）
ワイド票数 計 ２３５８２３ 的中 �� １４３６７（４番人気）�� １７０７（２５番人気）�� ５０５０（１２番人気）
３連複票数 計 ５６１０６８ 的中 ��� ９１９８（１５番人気）
３連単票数 計１２４０４５４ 的中 ��� ２７８０（９６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．４―１３．１―１２．３―１３．２―１２．８―１２．７―１２．３―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．３―３７．４―４９．７―１：０２．９―１：１５．７―１：２８．４―１：４０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．５
１
３
１（３，５）（２，９）－８（４，１０）６，７
１（３，５）２，９（８，１０）－（４，６）７

２
４
１（３，５）２，９－（８，１０）４，６，７
１，３（２，５）（９，１０）８－４（６，７）

勝馬の
紹 介

イスカンダル 
�
父 シンボリクリスエス 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．６．１０ 阪神６着

２０１０．３．３１生 牡２鹿 母 アンドレルノートル 母母 アンブロジン ６戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔騎手変更〕 アヴェンタドール号の騎手C．スミヨンは，検査のため武幸四郎に変更。

第５回 阪神競馬 第５日



３４０５１１２月１５日 曇 良 （２４阪神５）第５日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１１時１０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．６
１：０７．８

良

良

５１０ エメラルハヤブサ 牝２鹿 ５４ 国分 優作高橋 勉氏 西浦 勝一 様似 �村 伸一 ４７４－ ６１：１０．８ ３．１�

１２ デンコウスカイ 牝２鹿 ５４ 国分 恭介田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 ４７０－ ４１：１０．９� ６７．８�
３６ ジンセイハオマツリ 牡２黒鹿５５ 浜中 俊小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 ４８２＋ ８１：１１．０� ６．９�
２４ アグネスフィズ 牝２鹿 ５４ C．ルメール 渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４７０－ ６１：１１．１� ４．４�

（仏）

２３ � レッドファンタジア 牝２黒鹿５４ 福永 祐一 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 米 Colts Neck
Stables LLC ５０４－ ２ 〃 クビ ５．３�

１１ コアレスドラゴン 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 ４８６－ ２１：１１．２� ２４．５�
５９ レーリュッケン 牝２黒鹿５４ 野元 昭嘉	ターフ・スポート柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 ４４４＋１２１：１１．５１� １４９．２

８１５ ミ ニ 牡２黒鹿５５ 幸 英明金井 順一氏 崎山 博樹 えりも 能登 浩 ４５４＋ ４１：１１．７１	 １７．４�
７１３ カノヤベンチャー 牡２栗 ５５ 武 幸四郎神田 薫氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 ４８２＋ ２ 〃 クビ １０．２�
７１４ アルペンクローネ 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 ４３６＋ ２１：１２．０１� １７１．９
８１６ ニホンピロチャージ 牡２黒鹿５５ 熊沢 重文小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 ４１８－ ８ 〃 クビ １５９．１�
４７ グローバルフライト 牝２鹿 ５４ 四位 洋文有限会社シルク長浜 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８－ ８１：１２．１� ３６．４�
３５ スピリットサムライ 牡２青鹿５５ 渡辺 薫彦西村新一郎氏 牧田 和弥 むかわ 貞広 賢治 ４５６－ ６１：１２．３１	 ５８．０�
４８ トップハーレー 
２青鹿５５ 上村 洋行	コオロ 坂口 正則 新冠 秋田牧場 ４５２－ ２１：１２．４� ３８７．２�
６１２ サンライズテナンゴ 牡２芦 ５５ 池添 謙一松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４４８－ ４１：１２．５クビ １０．２�
６１１ ワンダーブライド 牝２栗 ５４ 芹沢 純一山本 信行氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ３９８－ ２１：１４．８大差 ３４７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，８１７，１００円 複勝： ３６，９４５，４００円 枠連： １３，０３９，４００円

馬連： ４２，３７４，８００円 馬単： ２７，４０６，２００円 ワイド： ２０，９１６，１００円

３連複： ５６，６０８，５００円 ３連単： ８５，９３５，３００円 計： ３０２，０４２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � １，９６０円 � ２２０円 枠 連（１－５） ２，６７０円

馬 連 �� １５，３４０円 馬 単 �� ２１，６６０円

ワ イ ド �� ３，６６０円 �� ４４０円 �� ７，８８０円

３ 連 複 ��� ２９，０４０円 ３ 連 単 ��� １８８，２００円

票 数

単勝票数 計 １８８１７１ 的中 � ４８１８０（１番人気）
複勝票数 計 ３６９４５４ 的中 � ９５４７８（１番人気）� ３２７５（１２番人気）� ４４６８８（４番人気）
枠連票数 計 １３０３９４ 的中 （１－５） ３６０７（１２番人気）
馬連票数 計 ４２３７４８ 的中 �� ２０３９（３４番人気）
馬単票数 計 ２７４０６２ 的中 �� ９３４（６１番人気）
ワイド票数 計 ２０９１６１ 的中 �� １３３４（３６番人気）�� １３１９８（３番人気）�� ６１２（５２番人気）
３連複票数 計 ５６６０８５ 的中 ��� １４３９（７７番人気）
３連単票数 計 ８５９３５３ 的中 ��� ３３７（４５２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１２．０―１２．２―１１．１―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．７―３５．７―４７．９―５９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３５．１
３ ９，６（２，１０）３（４，１５）７，１３（１，５）（８，１６）１１，１２，１４ ４ ９（６，１０）（２，１５）３（４，７）１３（１，５，８）１６－（１２，１１）１４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エメラルハヤブサ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Royal Academy デビュー ２０１２．１１．１１ 京都２着

２０１０．３．１４生 牝２鹿 母 トウヨウロイヤル 母母 オーミディア ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔制裁〕 ジンセイハオマツリ号の騎手浜中俊は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１０番・１５番への進路影響）
〔その他〕 ワンダーブライド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 ワンダーブライド号は，平成２５年１月１５日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 アミマネラ号・クロムレック号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３４０５２１２月１５日 曇 良 （２４阪神５）第５日 第４競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１１時４０分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：３３．１
１：３３．１

良

良

８１６ オースミナイン 牡２鹿 ５５ 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 ４６２－ ８１：３５．０ １．６�

７１３ フロアクラフト 牝２黒鹿５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４７６± ０１：３５．１� ８．５�
８１８ デンコウリキ 牡２黒鹿５５ 武 幸四郎田中 康弘氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 ４９２－ ２１：３５．４２ １０．５�
２３ ウエスタンレベッカ 牝２鹿 ５４ 四位 洋文西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム ４２０－ ４１：３５．７２ １３．１�
７１５ シュンシャイン 牝２栗 ５４ 太宰 啓介石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４５０－１２１：３５．９� ５８．９�
５９ ファイアポイント 牡２黒鹿５５ 川島 信二山上 和良氏 和田 正道 新ひだか 荒木 貴宏 ４５６± ０１：３６．２２ １０８．４	
６１１ ティマイドリーム 牡２鹿 ５５ 国分 恭介田畑 利彦氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 ４８４± ０ 〃 クビ １５１．２

４７ テイエムライオネス 牝２青鹿５４ 熊沢 重文竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 ４７２＋ ２１：３６．４� ８３．３�
３５ オアシスムーン 牝２栗 ５４ C．ルメール 太田 美實氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 ４６２－ ４ 〃 クビ ７．８�

（仏）

４８ ゴッドフロアー 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム ４８６－１６１：３６．５クビ １２．２
１１ テイエムオーライト 牡２鹿 ５５ 石橋 守竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４５８－ ４ 〃 クビ ２７９．８�
２４ サマニトップレディ 牝２鹿 ５４ 幸 英明�渡辺牧場 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 ４４６＋ ２１：３６．６� １７６．５�
８１７ アクアブルーサニー 牡２鹿 ５５ 国分 優作佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４７４－ ２１：３７．０２� ３２６．７�
３６ フライトミューズ 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介蛭川 年明氏 坂口 正則 浦河 ひるかわ育

成牧場 ４３４＋ ２１：３７．２１� ２０８．０�
７１４ エーシンヘディング 牡２鹿 ５５ 和田 竜二�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 ４５８－ ８ 〃 クビ ５３．３�
６１２ チョウダンディー 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 草薙 利昭 ４６８－ ２１：３７．３クビ ４８．０�
５１０ ボディアンドソウル 牝２栗 ５４ 上村 洋行薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４１８－１０１：３７．７２� ４７２．３�
１２ ビコーハエレシス 牡２黒鹿５５ 芹沢 純一�レジェンド 鹿戸 明 日高 鹿戸 正幸 ４４４＋ ２１：３８．６５ １３９．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，９９３，２００円 複勝： ５９，６１８，１００円 枠連： １３，６９６，８００円

馬連： ４０，８６４，２００円 馬単： ３３，７８４，２００円 ワイド： ２３，７９０，２００円

３連複： ６１，２５１，５００円 ３連単： １０４，５１８，０００円 計： ３６２，５１６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � ２４０円 枠 連（７－８） ４９０円

馬 連 �� ６６０円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ３４０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� １，５３０円 ３ 連 単 ��� ４，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２４９９３２ 的中 � １２９１７６（１番人気）
複勝票数 計 ５９６１８１ 的中 � ３５１６８５（１番人気）� ４１２４８（３番人気）� ３２１４３（５番人気）
枠連票数 計 １３６９６８ 的中 （７－８） ２１００７（２番人気）
馬連票数 計 ４０８６４２ 的中 �� ４６１７７（２番人気）
馬単票数 計 ３３７８４２ 的中 �� ２６２１０（３番人気）
ワイド票数 計 ２３７９０２ 的中 �� ２３１７４（１番人気）�� １８２５１（３番人気）�� ４０５０（１７番人気）
３連複票数 計 ６１２５１５ 的中 ��� ２９７３０（４番人気）
３連単票数 計１０４５１８０ 的中 ��� １６１９１（１０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１１．６―１２．２―１２．２―１１．９―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．８―３５．４―４７．６―５９．８―１：１１．７―１：２３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３５．２
３ ６，１８（３，１６）１３，４（７，１０，１４）（５，１１，１２）９（１，１５）（２，１７）－８ ４ ６，１８（３，１６）１３，１４（４，７）（１０，１１，１２）５，１５，９－１７（１，２）－８
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オースミナイン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１２．１１．４ 京都３着

２０１０．２．２３生 牡２鹿 母 エアイゾルテ 母母 ニフテイアンドニート ３戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 マインユアーズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３４０５３１２月１５日 曇 良 （２４阪神５）第５日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系２歳
発走１２時３０分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：００．８
１：５９．９

良

良

１１ タ ブ レ ッ ト 牡２鹿 ５５ C．スミヨン 近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５０６ ―２：０３．６ ２．２�
（仏）

６６ ヒ ュ ラ ー ス 牡２鹿 ５５ 浜中 俊吉田 照哉氏 中村 均 千歳 社台ファーム ４４８ ―２：０３．９２ ９．７�
５５ トーセンリュー 牡２黒鹿５５ C．ルメール 島川 �哉氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ５０６ ―２：０４．０� ３．４�

（仏）

８１０ アウトオブシャドウ 牡２栗 ５５ 福永 祐一飯塚 知一氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４５４ ―２：０４．２１ ８．５�
７８ ピエナインパクト 牡２鹿 ５５ 幸 英明本谷 兼三氏 飯田 雄三 浦河 江渡 繁治 ４４２ ―２：０４．４１� ５．１�
８９ タガノジュラーレ 牡２芦 ５５ 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６６ ―２：０４．７２ ３６．０�
２２ トモロレジェンド 牡２黒鹿５５ 石橋 守戸賀 智子氏 河内 洋 新冠 川上 悦夫 ４６８ ―２：０５．３３� ８２．０	
３３ エリタージュ 牝２鹿 ５４ 国分 優作佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 鮫川 啓一 ４６０ ―２：０５．５１� ５７．８

４４ ラインノーブル 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 ５０８ ―２：０６．３５ １２４．５�
７７ メモリークリード 牡２栗 ５５ 太宰 啓介�シンザンクラブ 柴田 光陽 浦河 成隆牧場 ４８４ ― 〃 クビ １５２．９

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２７，０５９，４００円 複勝： ３５，５８３，０００円 枠連： １０，０３２，０００円

馬連： ４５，１９６，３００円 馬単： ３６，５５１，２００円 ワイド： ２２，２２６，５００円

３連複： ５３，８２９，２００円 ３連単： １２３，６１９，０００円 計： ３５４，０９６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � １３０円 枠 連（１－６） １，１８０円

馬 連 �� １，１９０円 馬 単 �� １，６００円

ワ イ ド �� ３８０円 �� １６０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ７６０円 ３ 連 単 ��� ４，３６０円

票 数

単勝票数 計 ２７０５９４ 的中 � １０１２９４（１番人気）
複勝票数 計 ３５５８３０ 的中 � １２４２９３（１番人気）� ３５９４３（４番人気）� ７５１１１（２番人気）
枠連票数 計 １００３２０ 的中 （１－６） ６３２４（５番人気）
馬連票数 計 ４５１９６３ 的中 �� ２８０６６（５番人気）
馬単票数 計 ３６５５１２ 的中 �� １６８６２（６番人気）
ワイド票数 計 ２２２２６５ 的中 �� １２４９０（６番人気）�� ４４７９５（１番人気）�� １０９３８（７番人気）
３連複票数 計 ５３８２９２ 的中 ��� ５２７０６（３番人気）
３連単票数 計１２３６１９０ 的中 ��� ２０９３９（１２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．７―１２．９―１３．２―１２．８―１２．５―１２．３―１１．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．０―３６．７―４９．６―１：０２．８―１：１５．６―１：２８．１―１：４０．４―１：５１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．５
１
３
４，８，１，３（５，６）－１０，２，７－９
４，８（６，１）５（１０，３）７，２，９

２
４
４，８－１－（５，３）－６－１０，２－７，９
４，８（６，１）５（１０，３）（７，２）９

勝馬の
紹 介

タ ブ レ ッ ト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

２０１０．１．２６生 牡２鹿 母 スカーレット 母母 グレースアドマイヤ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３４０５４１２月１５日 曇 稍重 （２４阪神５）第５日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１３時００分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２３．５
１：２３．１

重

重

５５ タマモベルモット 牡２鹿 ５５ 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新冠 対馬 正 ４７８ ―１：２６．９ ３．５�

８９ ワンダーテルヌーラ 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４４８ ―１：２７．１１� ３１．２�
４４ バンブーバッジョ 牡２栗 ５５ 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ５５８ ―１：２７．５２� ２８．８�
３３ ブレイヴフィート 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４４６ ― 〃 クビ ２．６�
６６ ミラフローレス 牝２黒鹿５４ 浜中 俊 �社台レースホース高野 友和 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０ ―１：２８．４５ ５．６	
１１ コスモフォーユー 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介 �ビッグレッドファーム 中尾 秀正 日高 三輪牧場 ４８０ ―１：２８．７１� ８．０

８８ メイショウチカラ 牡２鹿 ５５ 福永 祐一松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 ミルファーム ４８２ ―１：２８．８� １４．４�
２２ トウケイアメジスト 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠木村 信彦氏 今野 貞一 えりも エクセルマネジメント ４７８ ―１：２９．６５ ７．１�
７７ ビントフォーティ 牝２栗 ５４ 国分 優作谷和 光彦氏 新川 恵 浦河 ひるかわ育

成牧場 ４６４ ―１：３０．６６ １５１．３

（９頭）

売 得 金

単勝： ２０，１２０，２００円 複勝： ２６，０３７，０００円 枠連： ８，８０８，８００円

馬連： ３３，３０７，１００円 馬単： ２８，４００，６００円 ワイド： １７，２０８，８００円

３連複： ４２，７６６，２００円 ３連単： ９６，４２６，７００円 計： ２７３，０７５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � ５９０円 � ６２０円 枠 連（５－８） １，４１０円

馬 連 �� ５，０３０円 馬 単 �� ７，７３０円

ワ イ ド �� １，１５０円 �� １，１１０円 �� ２，７２０円

３ 連 複 ��� １６，８００円 ３ 連 単 ��� ９２，０７０円

票 数

単勝票数 計 ２０１２０２ 的中 � ４５４２３（２番人気）
複勝票数 計 ２６０３７０ 的中 � ５７９８９（２番人気）� ９５９４（７番人気）� ９１１１（８番人気）
枠連票数 計 ８８０８８ 的中 （５－８） ４６３０（７番人気）
馬連票数 計 ３３３０７１ 的中 �� ４８８７（１９番人気）
馬単票数 計 ２８４００６ 的中 �� ２７１２（２９番人気）
ワイド票数 計 １７２０８８ 的中 �� ３７４４（１８番人気）�� ３８９２（１７番人気）�� １５１６（２８番人気）
３連複票数 計 ４２７６６２ 的中 ��� １８７９（４７番人気）
３連単票数 計 ９６４２６７ 的中 ��� ７７３（２３２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１２．７―１３．０―１２．５―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．９―３６．６―４９．６―１：０２．１―１：１４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．３―３F３７．３
３ ２，９，５（１，６）３，８＝４＝７ ４ ・（２，９）５，６（１，３）８－４＝７

勝馬の
紹 介

タマモベルモット �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

２０１０．５．１２生 牡２鹿 母 チャームラブ 母母 ラブソーリー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



３４０５５１２月１５日 曇 良 （２４阪神５）第５日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１３時３０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．６
１：０７．８

良

良

５６ � ハイマウンテン 牝２鹿 ５４ 国分 優作北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 ４２４－１０１：０９．９ １１．８�

４５ � コズミックショア 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠吉田 和美氏 今野 貞一 米 Alpha Delta
Stables, LLC ４６４－ ４ 〃 クビ ４．９�

６８ サウンドアドバイス 牝２栗 ５４ 飯田 祐史加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 ４５４－ ２１：１０．０クビ １４．１�
７１０ ベ ル ラ イ ン 牝２栗 ５４ 福永 祐一永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４３０＋ ２ 〃 クビ ４．２�
２２ エイユーモモチャン 牝２黒鹿５４ C．ルメール 笹部 義則氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 ４８８－ ４１：１０．２１� ４．９�

（仏）

５７ アジャストメント 牡２鹿 ５５ 四位 洋文山田 貞蔵氏 山内 研二 日高 広中 稔 ４７４＋ ４１：１０．３	 ２１．４�
１１ セイウンチカラ 牡２鹿 ５５ 浜中 俊西山 茂行氏 須貝 尚介 浦河 高昭牧場 ５００－ ２ 〃 クビ ８．５�
８１２� ドクトルバロン 牡２栗 ５５ 国分 恭介湯澤 寛氏 大江原 哲 新冠 ビッグレッドファーム ４７０－ ２１：１０．４クビ ２４０．６	
４４ リアリティー 牝２鹿 ５４ 幸 英明小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 ４５２－ ２ 〃 ハナ １３５．２

７１１ エ ピ カ 牝２黒鹿５４ 太宰 啓介�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４２０－ ６１：１０．７１
 ７７．６�
６９ マイアイポイント 牡２鹿 ５５ 和田 竜二MYI馬主組合 鈴木 孝志 日高 横井 忠幸 ４７６＋ ４ 〃 ハナ ５４．４
３３ アウトシャイン 牝２黒鹿５４ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４４４－ ２１：１０．８クビ ５．５�
８１３ メイショウホマレ 牝２栗 ５４ 武 幸四郎松本 和子氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 ４３４－ ８１：１２．１８ １４．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，８９６，１００円 複勝： ４１，７２６，９００円 枠連： １３，８６３，９００円

馬連： ５３，１６５，５００円 馬単： ３３，５５１，７００円 ワイド： ２６，４７３，６００円

３連複： ７１，８２１，８００円 ３連単： １１７，３１４，５００円 計： ３８０，８１４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１８０円 複 勝 � ３５０円 � ２３０円 � ４００円 枠 連（４－５） ２，５３０円

馬 連 �� ３，４５０円 馬 単 �� １０，５３０円

ワ イ ド �� １，３２０円 �� １，４７０円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� １２，９１０円 ３ 連 単 ��� ８４，５５０円

票 数

単勝票数 計 ２２８９６１ 的中 � １５３９６（６番人気）
複勝票数 計 ４１７２６９ 的中 � ３０３６８（６番人気）� ５５０９０（４番人気）� ２５６５１（７番人気）
枠連票数 計 １３８６３９ 的中 （４－５） ４０４６（１５番人気）
馬連票数 計 ５３１６５５ 的中 �� １１３８３（１６番人気）
馬単票数 計 ３３５５１７ 的中 �� ２３５２（４３番人気）
ワイド票数 計 ２６４７３６ 的中 �� ４９７４（２０番人気）�� ４４３５（２２番人気）�� ３９４４（２７番人気）
３連複票数 計 ７１８２１８ 的中 ��� ４１０７（４９番人気）
３連単票数 計１１７３１４５ 的中 ��� １０２４（２８８番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．４―１１．９―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．２―３４．６―４６．５―５８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．３
３ １３（６，１０）１２（１，３）（２，４，８）１１（５，７）９ ４ １３，１０（６，１２）３，１（２，８）（４，１１）（５，７，９）

勝馬の
紹 介

�ハイマウンテン �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 Daylami

２０１０．４．２生 牝２鹿 母 ラブポエット 母母 ラブバティータ ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
地方デビュー ２０１２．８．２２ 門別

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３４０５６１２月１５日 曇 良 （２４阪神５）第５日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

３５ スランジバール 牡３鹿 ５６ C．ルメール�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４７０－ ６１：１１．８ １．５�
（仏）

５１０ エーシングリズリー 牡３黒鹿５６ 福永 祐一�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 ４７６－１４１：１１．９� ８．７�
７１３ マサノボラーレビア 牡３鹿 ５６ 幸 英明中村 時子氏 高野 友和 日高 道見牧場 ５０８－ ８１：１２．２２ ５．６�
５９ キャロルロゼ 牝５鹿 ５５ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８０－ ５ 〃 クビ ２２９．７�
４７ シゲルシュサ 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３６－１０１：１２．５１� ６３．５�
６１２ リッカスウィープ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 ４９０＋ ４１：１２．７１ ５５．７	
１１ ボストンサクラ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４４２＋１６１：１２．９１� １９．２

６１１ エアカーネリアン 牡４黒鹿５７ C．スミヨン �ラッキーフィールド吉村 圭司 平取 稲原牧場 ４９０＋ ２１：１３．０� １５．８�

（仏）

７１４� ダイヤモンドパール 牝３芦 ５４ 国分 恭介佐々木雄二氏 清水 久詞 新冠 的場牧場 ４７６－１４１：１３．３１� ２６４．０�
３６ トウショウハマー 牡３栗 ５６ 熊沢 重文トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５９０＋２４１：１３．４クビ ７３．６
２４ タツストロング 牡３栗 ５６ 池添 謙一鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 日高 坂戸 節子 ４８２＋ ４１：１３．５� １１．４�
２３ キンシツーストン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文若草クラブ 浅見 秀一 様似 ホウセイ牧場 ４８２－ ６１：１３．９２� ２２９．１�
８１６ レ ー ガ ン 牡４青鹿５７ 黒岩 悠重松 國建氏 鹿戸 明 日高 横井 哲 ４９４± ０１：１４．２１� ３７２．２�
４８ � ウォーターメジャー 牡４黒鹿５７ 川島 信二山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 畔高牧場 ４７０－ ４１：１４．４１� ２２４．５�
８１５ ジョウノメジャー 	３栗 ５６ 小林 徹弥小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４７８＋ １１：１４．５� ２１９．９�
１２ � ボールドマックス 牡３栗 ５６ 上村 洋行増田 陽一氏 千田 輝彦 新冠 平山牧場 ４５４± ０１：１４．６クビ ２５３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，２１５，０００円 複勝： ９７，７５３，５００円 枠連： １７，６９０，２００円

馬連： ６１，８５６，０００円 馬単： ５０，２４６，９００円 ワイド： ２８，７８９，１００円

３連複： ８１，４０８，５００円 ３連単： １８２，１１１，１００円 計： ５５１，０７０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２２０円 � １４０円 枠 連（３－５） ６２０円

馬 連 �� ６４０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� １７０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ６４０円 ３ 連 単 ��� ２，５８０円

票 数

単勝票数 計 ３１２１５０ 的中 � １７０１９８（１番人気）
複勝票数 計 ９７７５３５ 的中 � ６８９０８８（１番人気）� ３９１２２（４番人気）� ８７３７７（２番人気）
枠連票数 計 １７６９０２ 的中 （３－５） ２１１６９（３番人気）
馬連票数 計 ６１８５６０ 的中 �� ７１４３１（２番人気）
馬単票数 計 ５０２４６９ 的中 �� ４３２２０（２番人気）
ワイド票数 計 ２８７８９１ 的中 �� ２４２１６（２番人気）�� ５１６１６（１番人気）�� １０４１２（６番人気）
３連複票数 計 ８１４０８５ 的中 ��� ９５２０７（１番人気）
３連単票数 計１８２１１１１ 的中 ��� ５２１４４（４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．５―１１．８―１２．０―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．４―３４．９―４６．７―５８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．４―３F３６．９
３ ・（７，１０）８（５，６，１３）（１１，１５）９，１４（４，１２）－１６－（３，２）＝１ ４ ・（７，１０）１３（８，６）（５，１１）（９，１５）（４，１４）１２（３，２）１６－１

勝馬の
紹 介

スランジバール �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２０１２．１．２８ 小倉１４着

２００９．４．２３生 牡３鹿 母 キティーパラダイス 母母 ハローキティー １０戦２勝 賞金 ２２，７００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔発走状況〕 ジョウノメジャー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 スランジバール号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（６番への進

路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 エーシンブルバード号・カシノラピス号・ガッチリガッチリ号・マウントフジ号
（非抽選馬） ２頭 タカノキング号・ヤマカツマーフィ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３４０５７１２月１５日 曇 良 （２４阪神５）第５日 第９競走 ��
��１，８００�

い な が わ

猪 名 川 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

５６ クランモンタナ 牡３芦 ５６ C．ルメール �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム B４８８＋ ６１：４７．５ ２．４�
（仏）

６８ ショウナンカンムリ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 天羽牧場 ４９４＋１２１：４７．６� ７．５�
７１０ サフランディライト 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 ４８４－ ２ 〃 アタマ ８．６�
３３ ローレルブレット 牡３黒鹿５６ 池添 謙一 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 ４４２＋ ４１：４７．８１ ７．０�
７９ マ イ ネ マ オ 牝４鹿 ５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 ５０８－ ８ 〃 クビ ９．９�
１１ ファントムライト 牡３黒鹿５６ 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４８２－ ２ 〃 アタマ ４．３	
５５ インプレッシヴデイ 牡５芦 ５７ C．スミヨン 藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 ５２８＋１２１：４７．９クビ ２９．３


（仏）

８１１ パープルタイヨー 牡６鹿 ５７ 国分 恭介中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 ４５６＋ ８１：４８．０� ２３７．５�
８１２ サ ン ビ ー ム 牡４黒鹿５７ 川島 信二�フォーレスト 山内 研二 浦河 丸幸小林牧場 ５２０± ０１：４８．３２ ３９．４�
４４ ゴーゴーヒュウガ 牡４鹿 ５７ 幸 英明永井 啓弍氏 須貝 尚介 新ひだか 北海道静内農業高等学校 ４６６± ０ 〃 クビ １１０．９
６７ ゴーイングストーン 牡３栗 ５６ 太宰 啓介林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４７０＋１２ 〃 ハナ ７４．５�
２２ ヤマニンアーマー 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４６２＋ ４１：４８．４� ７５．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３４，９２２，０００円 複勝： ６２，０２０，６００円 枠連： ２１，６４４，６００円

馬連： ８７，９２３，８００円 馬単： ５６，９７８，６００円 ワイド： ３７，７３０，０００円

３連複： １０６，４５７，４００円 ３連単： ２２１，８９４，０００円 計： ６２９，５７１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � ２２０円 � ２１０円 枠 連（５－６） ８００円

馬 連 �� ８７０円 馬 単 �� １，５１０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ３７０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� １，９００円 ３ 連 単 ��� ７，８６０円

票 数

単勝票数 計 ３４９２２０ 的中 � １１９６０１（１番人気）
複勝票数 計 ６２０２０６ 的中 � １９４４０９（１番人気）� ６０８９３（６番人気）� ６２９８６（４番人気）
枠連票数 計 ２１６４４６ 的中 （５－６） １９９８０（３番人気）
馬連票数 計 ８７９２３８ 的中 �� ７４９８２（３番人気）
馬単票数 計 ５６９７８６ 的中 �� ２７８７０（５番人気）
ワイド票数 計 ３７７３００ 的中 �� ２２８７８（５番人気）�� ２６６８４（２番人気）�� ８５４７（１５番人気）
３連複票数 計１０６４５７４ 的中 ��� ４１４８４（６番人気）
３連単票数 計２２１８９４０ 的中 ��� ２０８５２（１８番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．９―１１．５―１２．２―１２．５―１２．７―１２．０―１１．２―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．７―３５．２―４７．４―５９．９―１：１２．６―１：２４．６―１：３５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３４．９
３ １２－２－（１，７）（５，８）（３，９）（４，６，１０）－１１ ４ １２，２（７，８）（１，５，９）（３，６，１０）（４，１１）

勝馬の
紹 介

クランモンタナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．１０．２３ 京都４着

２００９．２．１２生 牡３芦 母 エアトゥーレ 母母 スキーパラダイス １２戦３勝 賞金 ４９，０８８，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３４０５８１２月１５日 曇 良 （２４阪神５）第５日 第１０競走 ��
��１，８００�

ま や

摩耶ステークス
発走１５時１０分 （ダート・右）
３歳以上，１，６００万円以下，２３．１２．１７以降２４．１２．９まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４８ トミケンアルドール 牡３栗 ５４ C．ルメール 冨樫 賢二氏 領家 政蔵 新冠 タニグチ牧場 ４８４＋ ４１：５０．５ ４．５�
（仏）

１２ ジョーメテオ 牡６鹿 ５５ 岩田 康誠上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ５２０± ０１：５０．９２� １３．０�
４７ � タイガースラム �６栗 ５５ 藤岡 佑介吉田 和美氏 高野 友和 新冠 柏木 一則 ５８２－ ８１：５１．０� ３８．２�
２３ ラ タ ー シ ュ 牡６栗 ５５ 和田 竜二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５１８＋ ６１：５１．２１	 ２１．４�
１１ バトードール 牡５栗 ５７ C．スミヨン �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B５２４± ０１：５１．４
 ４．０�

（仏）

８１５� アメリカンウィナー 牡３青鹿５５ 浜中 俊吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote
Stud, Ltd. ４８６－ ２１：５１．６１� ３．４�

７１３ テイエムドンマイ 牡４黒鹿５５ 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ５０４± ０１：５２．０２� １１．４	
６１１ キャプテンマジン 牡７黒鹿５４ 国分 恭介佐々木主浩氏 中尾 秀正 静内 岡田牧場 ５２０± ０１：５２．２１� １４４．５

２４ ハジメレンジャー 牡６鹿 ５４ 武 幸四郎池田 實氏 小野 幸治 日高 新井 昭二 ４７８－ ６ 〃 クビ ７４．５�
８１６ ブルースターキング 牡６黒鹿５０ 野元 昭嘉 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４６８± ０１：５２．３クビ ２６８．２
５９ ア ル バ ト ン 牡５栗 ５５ 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新冠 石田牧場 ４７８± ０１：５２．５１� ７．２�
３６ アッシュール 牡５鹿 ５３ 渡辺 薫彦吉田 勝己氏 沖 芳夫 新冠 富本 茂喜 ４８６＋ ２１：５２．８１
 ６８．７�
３５ ダイヴァーダウン 牡３栗 ５４ 石橋 守吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 桑嶋 峰雄 ４５４± ０ 〃 ハナ ３１．０�
７１４ サンライズクォリア 牡５鹿 ５５ 国分 優作松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４７８－ ２１：５３．２２� ６５．９�
５１０� タツパーシヴ 牡５芦 ５３ 池添 謙一鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 Hokuyou

Farm ５０４＋ ８１：５３．８３� １３５．３�
６１２ トモロポケット 牡６栗 ５４ 太宰 啓介戸賀 智子氏 河内 洋 日高 前川ファーム ４８０－ ２１：５３．９� ５５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，８５６，２００円 複勝： ５８，９９３，０００円 枠連： ２６，４１３，２００円

馬連： １０６，６６６，０００円 馬単： ６２，４５０，４００円 ワイド： ４２，８４３，９００円

３連複： １３５，４９９，４００円 ３連単： ２３７，４０６，２００円 計： ７０２，１２８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � ２００円 � ３８０円 � ７９０円 枠 連（１－４） ５４０円

馬 連 �� ３，３１０円 馬 単 �� ５，２１０円

ワ イ ド �� ９７０円 �� １，８７０円 �� ４，６４０円

３ 連 複 ��� ３６，６５０円 ３ 連 単 ��� １５０，４００円

票 数

単勝票数 計 ３１８５６２ 的中 � ５７０１７（３番人気）
複勝票数 計 ５８９９３０ 的中 � ９６４１３（３番人気）� ３８４７７（６番人気）� １６５７９（８番人気）
枠連票数 計 ２６４１３２ 的中 （１－４） ３６１１０（１番人気）
馬連票数 計１０６６６６０ 的中 �� ２３８１９（１２番人気）
馬単票数 計 ６２４５０４ 的中 �� ８８５８（２１番人気）
ワイド票数 計 ４２８４３９ 的中 �� １１３２８（１１番人気）�� ５６２３（１９番人気）�� ２２０９（４２番人気）
３連複票数 計１３５４９９４ 的中 ��� ２７２９（９１番人気）
３連単票数 計２３７４０６２ 的中 ��� １１６５（３６６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１２．６―１２．２―１２．３―１２．３―１２．２―１１．８―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．０―３６．６―４８．８―１：０１．１―１：１３．４―１：２５．６―１：３７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３７．１
１
３

・（７，８）（１，１３）－（２，５，１５）（１０，１２）（３，６）（１１，１４）１６－（４，９）
７，８，１，２（１３，１５）３，５（１６，６）１１（１０，１２）１４（４，９）

２
４
７，８，１，１３，２（５，１５）（３，６，１０）１２，１１（１６，１４）－（４，９）
７，８，１（２，１５）（３，１３）（６，５）１６（１１，１２）（１０，１４）（４，９）

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トミケンアルドール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１２．２．１１ 京都４着

２００９．５．２１生 牡３栗 母 エリモインプレス 母母 エリモエキスプレス １０戦４勝 賞金 ５２，７５４，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 チョイワルグランパ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３４０５９１２月１５日 曇 良 （２４阪神５）第５日 第１１競走 ��
��１，６００�リゲルステークス

発走１５時４５分 （芝・右・外）
３歳以上；負担重量は，日本馬：３歳５４�４歳以上５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万
円超過馬は超過額１，１００万円毎１�増，�：３歳５４�４歳以上５５�，牝馬２�減，GⅠ競
走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�増，GⅢ競走１着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３０．７

良

良

２２ ハナズゴール 牝３栗 ５３ 浜中 俊M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 不二牧場 ４２０－ ２１：３３．８ ５．４�

４５ マウントシャスタ 牡３鹿 ５５ 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６０－ ８１：３４．０１� １．８�

６９ オースミスパーク 牡７鹿 ５８ 川島 信二�オースミ 南井 克巳 門別 長谷川牧場 ４７６－ ２ 〃 ハナ １１０．０�
７１１ カネトシディオス 牡５黒鹿５６ 和田 竜二兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４５２＋ ４１：３４．２１	 ８．２�
８１３ ヒットジャポット 牡５黒鹿５６ C．ルメール 西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 カナイシスタッド ４９２＋ ４１：３４．３
 ８．０�

（仏）

７１０ ダ ロ ー ネ ガ 牡３鹿 ５５ C．スミヨン �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４９６＋ ６１：３４．５１� ７．１	
（仏）

６８ ストロングガルーダ 牡６青鹿５５ 幸 英明村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４８８± ０１：３４．６クビ ４９．０

１１ エアラフォン 牡５栗 ５６ 福永 祐一 �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４７４－１０ 〃 ハナ ２６．１�
３３ マイネルクラリティ 牡６栗 ５６ 池添 謙一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ５００＋ ８１：３４．８１ ４９．３�
５６ オートドラゴン 牡８栗 ５６ 渡辺 薫彦大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 ５２４＋ ６ 〃 ハナ １４２．６
４４ マッハヴェロシティ 牡６青 ５６ 藤岡 佑介井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 日の出牧場 ５２２－ ６ 〃 クビ ２８９．３�
５７ ドリームカトラス 牡５鹿 ５６ 国分 恭介セゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４５４＋１０ 〃 アタマ ２４２．４�
８１２ レインスティック 牡５栗 ５６ 太宰 啓介 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４６０－ ２１：３５．１１
 ５８．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ７９，２１９，１００円 複勝： １２６，９９５，７００円 枠連： ５１，４４７，４００円

馬連： ２４１，７８３，７００円 馬単： １４８，３９６，４００円 ワイド： ８６，５６９，４００円

３連複： ２８２，７７６，７００円 ３連単： ６３１，８０１，５００円 計： １，６４８，９８９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � １，４６０円 枠 連（２－４） ５００円

馬 連 �� ５００円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ５，５９０円 �� ２，６９０円

３ 連 複 ��� １５，６２０円 ３ 連 単 ��� ６６，２５０円

票 数

単勝票数 計 ７９２１９１ 的中 � １１６９３３（２番人気）
複勝票数 計１２６９９５７ 的中 � １７９７５２（２番人気）� ４８９６００（１番人気）� １２０２４（１０番人気）
枠連票数 計 ５１４４７４ 的中 （２－４） ７６７２７（２番人気）
馬連票数 計２４１７８３７ 的中 �� ３５９５１４（１番人気）
馬単票数 計１４８３９６４ 的中 �� ８７２３４（５番人気）
ワイド票数 計 ８６５６９４ 的中 �� １１１２６５（１番人気）�� ３３１９（３８番人気）�� ７００９（２５番人気）
３連複票数 計２８２７７６７ 的中 ��� １３３６７（３９番人気）
３連単票数 計６３１８０１５ 的中 ��� ７０３９（１５９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１１．２―１１．４―１１．５―１１．５―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．２―３５．４―４６．８―５８．３―１：０９．８―１：２１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．５
３ ９－３（１，７）－８（５，１２）１１（２，６，１０）１３，４ ４ ９＝３（１，７）８，５（２，１１，１２）（６，１０）１３，４

勝馬の
紹 介

ハナズゴール �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー ２０１１．１０．８ 東京１着

２００９．４．２４生 牝３栗 母 シャンハイジェル 母母 ロイヤルジェリー １１戦４勝 賞金 ８３，５０３，０００円
〔制裁〕 オースミスパーク号の騎手川島信二は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（６番への進路影響）

マウントシャスタ号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（２番・７番への
進路影響）

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３４０６０１２月１５日 曇 良 （２４阪神５）第５日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

２４ ハ リ ケ ー ン 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１６－ ６１：５１．８ １．９�

１２ テルミーホワイ 牡５鹿 ５７ 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４９６－ ４１：５２．６５ ２２４．８�
５１０ スズカウラノス 牡３鹿 ５６ 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 ４６０－ ２１：５３．２３� ６．５�
４７ ラフィングインメイ 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �社台レースホース武 宏平 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０６－ ６１：５３．３� １７．０�
２３ マ シ ュ マ ロ 牝３白 ５４ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ６ 〃 アタマ ２２．２�
４８ シルクターンベリー 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎有限会社シルク松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 ４９２－ ４ 〃 クビ ５９．４	
７１４ ハ ル カ フ ジ 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 ４６８± ０ 〃 ハナ １７．０�
６１２ アーサーバローズ 牡３栗 ５６ C．スミヨン 猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 ４７６± ０１：５３．４クビ ７．６


（仏）

３６ ワンダースキー 牝５栗 ５５ 上村 洋行山本 信行氏 吉村 圭司 新ひだか 米田牧場 ４８６＋ ２１：５３．５� ２４．７�
３５ ワンダープリマ 牝６鹿 ５５ 渡辺 薫彦山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ４７０－ ２１：５３．６� １２０．３�
６１１ トップオブカハラ 牡５芦 ５７ 太宰 啓介横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 ４９４＋ ６１：５３．７� ２１２．２
７１３ スリータイタン 牡３黒鹿５６ 芹沢 純一永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 ４６０－ ６１：５４．４４ ７．２�
８１６ トップミノル 牡５青鹿５７ 池添 謙一吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４９０－ ４１：５５．１４ ２６６．３�
１１ メジロジェニファー 牝５黒鹿５５ 四位 洋文岩� 伸道氏 北出 成人 洞爺湖 メジロ牧場 ５１６＋ ２１：５５．７３� ２５．４�
５９ ハードダダンダン 牡５黒鹿５７ 国分 優作津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４６０＋ ６１：５５．９１� １２５．８�
８１５ ベストオブケン 牡４黒鹿５７ 川島 信二中西 宏彰氏 鈴木 孝志 新冠 川上牧場 B４６６± ０１：５６．０� ３２３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５４，２００，４００円 複勝： １０１，５５４，１００円 枠連： ３８，９３５，３００円

馬連： １３６，９４４，９００円 馬単： ９１，５４５，２００円 ワイド： ６１，９２３，３００円

３連複： １８３，５４２，４００円 ３連単： ３６９，８２４，２００円 計： １，０３８，４６９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ２，６２０円 � ２２０円 枠 連（１－２） １，６４０円

馬 連 �� １２，７４０円 馬 単 �� １６，９４０円

ワ イ ド �� ４，０５０円 �� ３１０円 �� １１，８８０円

３ 連 複 ��� ２２，９９０円 ３ 連 単 ��� １１７，７５０円

票 数

単勝票数 計 ５４２００４ 的中 � ２３４９３６（１番人気）
複勝票数 計１０１５５４１ 的中 � ４３７８２０（１番人気）� ５２７７（１４番人気）� ９５３３５（３番人気）
枠連票数 計 ３８９３５３ 的中 （１－２） １７５８２（７番人気）
馬連票数 計１３６９４４９ 的中 �� ７９３５（３３番人気）
馬単票数 計 ９１５４５２ 的中 �� ３９９０（４２番人気）
ワイド票数 計 ６１９２３３ 的中 �� ３４４０（３９番人気）�� ５９５４１（２番人気）�� １１５７（６４番人気）
３連複票数 計１８３５４２４ 的中 ��� ５８９４（５５番人気）
３連単票数 計３６９８２４２ 的中 ��� ２３１８（２８５番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．１―１３．５―１２．１―１２．８―１２．５―１２．３―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．２―３７．７―４９．８―１：０２．６―１：１５．１―１：２７．４―１：３９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３６．７
１
３
６，４，１４，７，１２（２，９，１０）（１１，１３）５－１６，３－１５－８－１
４，６，１４（２，７）１３（１０，１２）（９，１１，１６）５，３－８，１５－１

２
４
６，４，１４（２，７）１２（９，１０）１３（５，１１）（３，１６）－１５－８－１
４，６（２，１４）（１０，１２，７）１３（９，１１）（５，１６）３，８＝１５，１

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハ リ ケ ー ン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Storm Bird デビュー ２０１１．４．３ 阪神１６着

２００８．５．７生 牡４鹿 母 ビ バ ノ ン ノ 母母 Cutlasee １０戦４勝 賞金 ４２，７０６，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２４阪神５）第５日 １２月１５日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １６５頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２０９，５９０，０００円
１０，３９０，０００円
１，４３０，０００円
１８，７６０，０００円
５８，０９０，０００円
４，２９０，０００円
１，５８４，０００円

勝馬投票券売得金
３８７，７８５，５００円
７３２，７２８，２００円
２３７，０３９，７００円
９２９，８４１，１００円
６２９，７３９，０００円
４１２，０５８，９００円
１，１８９，３０９，８００円
２，３７７，４２９，０００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ６，８９５，９３１，２００円

総入場人員 １３，９６２名 （有料入場人員 １２，８１６名）


